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1 7126 野村　拓也(3) ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ 三重 伊勢宮川中 16:12
2 7006 伊藤　駿介(3) ｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 三重 塩浜中 16:17
3 7001 市川　唯人(2) ｲﾁｶﾜ ﾕｲﾄ 三重 Y.W.C 16:21
4 7023 土屋　昂大(3) ﾂﾁﾔ ﾀｶﾋﾛ 三重 白鳥中 16:28
5 7129 大河内雄登(3) ｵｵｺｳﾁ ﾕｳﾄ 三重 伊勢宮川中 16:37
6 7064 松石　啓輔(3) ﾏﾂｲｼ ｹｲｽｹ 三重 白子中 16:46
7 7004 矢野　竜佑(3) ﾔﾉ ﾘｭｳｽｹ 三重 正和中 16:51
8 7110 濱　　星哉(3) ﾊﾏ ｾｲﾔ 三重 多気中 16:53
9 7131 岡田　公陽(2) ｵｶﾀﾞ ｺｳﾖｳ 三重 伊勢宮川中 16:54
10 7063 平田　崇人(3) ﾋﾗﾀ ﾀｶﾄ 三重 白子中 16:54
11 7038 新美　　健(3) ﾆｲﾐ ｹﾝ 三重 大木中 16:55
12 7139 由川　琢也(3) ﾖｼｶﾜ ﾀｸﾔ 三重 伊勢港中 16:55
13 7002 徳山　達也(3) ﾄｸﾔﾏ ﾀﾂﾔ 三重 熊野ＲＣ 16:56
14 7127 下川　純輝(3) ｼﾓｶﾜ ｼﾞｭﾝｷ 三重 伊勢宮川中 16:58
15 7118 坂口　登河(2) ｻｶｸﾞﾁ ﾄｳｶ 三重 厚生中 17:01
16 7070 中村　　優(2) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳ 三重 白子中 17:02
17 7027 窪田　永遠(2) ｸﾎﾞﾀ ﾄﾜ 三重 白鳥中 17:03
18 7053 森下　滉平(3) ﾓﾘｼﾀ ｺｳﾍｲ 三重 千代崎中 17:04
19 7138 中世古優樹(3) ﾅｶｾｺ ﾕｳｷ 三重 伊勢港中 17:08
20 7121 前芝　佑哉(2) ﾏｴｼﾊﾞ ﾕｳﾔ 三重 厚生中 17:12
21 7116 堤原　大貴(2) ﾂﾂﾐﾊﾗ ﾋﾛｷ 三重 倉田山中 17:12
22 7075 南部　　慎(3) ﾅﾝﾌﾞ ｼﾝ 三重 鼓ヶ浦中 17:13
23 7096 河村　達希(2) ｶﾜﾑﾗ ﾀﾂｷ 三重 南が丘中 17:24
24 7099 田中　翔也(2) ﾀﾅｶ ｼｮｳﾔ 三重 南が丘中 17:31
25 7090 穂満　　司(2) ﾎﾏﾝ ﾂｶｻ 三重 西郊中 17:34
26 7107 三浦　次郎(2) ﾐｳﾗ ｼﾞﾛｳ 三重 美杉中 17:35
27 7132 石井　将志(2) ｲｼｲ ﾏｻｼ 三重 伊勢宮川中 17:39
28 7130 平生　智也(2) ﾋﾗｵ ﾄﾓﾔ 三重 伊勢宮川中 17:40
29 7168 中西　巧馬(2) ﾅｶﾆｼ ﾀｸﾏ 三重 小俣中 17:42
30 7136 岡　　祥也(1) ｵｶ ｼｮｳﾔ 三重 伊勢宮川中 17:44
31 7128 山﨑　博史(3) ﾔﾏｻｷ ﾋﾛｼ 三重 伊勢宮川中 17:44
32 7097 横井　奎哉(2) ﾖｺｲ ｹｲﾔ 三重 南が丘中 17:45
33 7066 小林　篤弥(3) ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂﾔ 三重 白子中 17:46
34 7011 染井　健吾(2) ｿﾒｲ ｹﾝｺﾞ 三重 内部中 17:47
35 7010 大地　陽斗(2) ｵｵｼﾞ ｱｷﾄ 三重 内部中 17:48
36 7111 逵　　彰太(2) ﾂｼﾞ ｼｮｳﾀ 三重 多気中 17:50
37 7142 三宅　　大(3) ﾐﾔｹ ﾀﾞｲ 三重 北浜中 17:51
38 7144 長沢　和真(3) ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞﾏ 三重 城田中 17:52
39 7108 勝田　悠斗(1) ｶﾂﾀﾞ ﾕｳﾄ 三重 美杉中 17:53
40 7050 相宮　健人(3) ｱｲﾐﾔ ﾀｹﾄ 三重 大木中 17:55
41 7098 髙井　　駿(2) ﾀｶｲ ｼｭﾝ 三重 南が丘中 18:01
42 7170 山本　直哉(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾔ 三重 小俣中 18:02
43 7052 落合　駿真(3) ｵﾁｱｲ ｼｭﾝﾏ 三重 千代崎中 18:04
44 7056 矢田　　輝(2) ﾔﾀﾞ ﾋｶﾙ 三重 千代崎中 18:05
45 7043 菅原　巧人(2) ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸﾄ 三重 大木中 18:09
46 7035 永洞　郁也(1) ﾅｶﾞﾎﾗ ﾌﾐﾔ 三重 白鳥中 18:10
47 7133 北村　勇人(2) ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾄ 三重 伊勢宮川中 18:11
48 7042 大倉　拓夢(2) ｵｵｸﾗ ﾀｸﾑ 三重 大木中 18:15
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49 7184 山本　成輝(2) ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｷ 三重 南勢中 18:16
50 7017 松井　　久(2) ﾏﾂｲ ﾋｻｼ 三重 菰野中 18:18
51 7051 矢田　京平(3) ﾔﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 三重 大木中 18:25
52 7005 杉山　哲也(2) ｽｷﾞﾔﾏ ﾃﾂﾔ 三重 正和中 18:25
53 7112 西村翔太郎(2) ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ 三重 多気中 18:26
54 7067 竹内　大起(2) ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｷ 三重 白子中 18:26
55 7069 中川　聡士(2) ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ 三重 白子中 18:27
56 7119 坂本　航希(2) ｻｶﾓﾄ ｺｳｷ 三重 厚生中 18:28
57 7024 大萱　剛久(3) ｵｵｶﾞﾔ ﾀｹﾋｻ 三重 白鳥中 18:30
58 7182 石本　　駿(2) ｲｼﾓﾄ ｼｭﾝ 三重 南勢中 18:30
59 7012 田中　一輝(2) ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ 三重 内部中 18:31
60 7125 井田亜希央(1) ｲﾀﾞ ｱｷｵ 三重 厚生中 18:33
61 7190 御村　一至(3) ﾐﾑﾗ ｶｽﾞｼ 三重 度会中 18:33
62 7040 伊藤　圭吾(2) ｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 三重 大木中 18:34
63 7033 上田　純鳳(1) ｳｴﾀﾞ ｽﾐﾀｶ 三重 白鳥中 18:35
64 7014 坂東　駿哉(1) ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾔ 三重 内部中 18:36
65 7149 東谷　卓哉(2) ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾀｸﾔ 三重 城田中 18:39
66 7022 伊藤　啓介(1) ｲﾄｳ ｹｲｽｹ 三重 楠中 18:40
67 7143 野村　悠理(2) ﾉﾑﾗ ﾕｳﾘ 三重 北浜中 18:41
68 7171 山本　悠斗(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 三重 小俣中 18:44
69 7172 上野　翔貴(1) ｳｴﾉ ｼｮｳｷ 三重 小俣中 18:45
70 7068 松石　直樹(2) ﾏﾂｲｼ ﾅｵｷ 三重 白子中 18:51
71 7045 桐脇　夏峰(1) ｷﾘﾜｷ ﾅﾂﾐ 三重 大木中 18:52
72 7025 江尻　啓人(2) ｴｼﾞﾘ ｹｲﾄ 三重 白鳥中 18:53
73 7166 伊東　佑真(2) ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 三重 小俣中 18:55
74 7034 河内　駿介(1) ｶﾜﾁ ｼｭﾝｽｹ 三重 白鳥中 18:57
75 7186 太田　侑磨(1) ｵｵﾀ ﾕｳﾏ 三重 南勢中 18:58
76 7140 坂本　昴熙(1) ｻｶﾓﾄ ｺｳｷ 三重 伊勢港中 18:59
77 7072 猿渡　　翔(1) ｻﾙﾜﾀﾘ ｼｮｳ 三重 白子中 18:59
78 7173 坂本　大真(1) ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｼﾝ 三重 小俣中 19:00
79 7174 三輪　洋侑(1) ﾐﾜ ﾋﾛﾕｷ 三重 小俣中 19:01
80 7037 笠原　一樹(3) ｶｻﾊﾗ ｶｽﾞｷ 三重 大木中 19:02
81 7179 中西　海斗(2) ﾅｶﾆｼ ｶｲﾄ 三重 玉城中 19:07
82 7046 佐藤　弘幸(1) ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 三重 大木中 19:10
83 7081 宮本　　俊(3) ﾐﾔﾓﾄ ｼｭﾝ 三重 亀山中部中 19:10
84 7084 渡邉　和真(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾏ 三重 亀山中部中 19:10
85 7083 水野　大貴(2) ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲｷ 三重 亀山中部中 19:13
86 7189 中西　将浩(3) ﾅｶﾆｼ ﾏｻﾋﾛ 三重 度会中 19:16
87 7062 渡邉　拓也(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 三重 千代崎中 19:16
88 7039 野辺　尚暉(3) ﾉﾍﾞ ﾅｵｷ 三重 大木中 19:25
89 7016 小林　真仁(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾄ 三重 菰野中 19:25
90 7181 野呂　惇人(1) ﾉﾛ ｱﾂﾄ 三重 玉城中 19:25
91 7019 金津里玖斗(1) ｶﾅﾂﾞ ﾘｸﾄ 三重 菰野中 19:29
92 7009 石原　勇輝(2) ｲｼﾊﾗ ﾕｳｷ 三重 内部中 19:31
93 7135 東村　侑一(2) ﾋｶﾞｼﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 三重 伊勢宮川中 19:33
94 7091 酒井　純平(2) ｻｶｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 三重 西郊中 19:33
95 7036 梅村　祐太(3) ｳﾒﾑﾗ ﾕｳﾀ 三重 大木中 19:33
96 7178 高瀬　宥和(2) ﾀｶｾ ﾕｳﾜ 三重 玉城中 19:34
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97 7185 萩原　稜登(1) ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾄ 三重 南勢中 19:35
98 7165 小伊豆瞭太(1) ｺｲｽﾞ ﾘｮｳﾀ 三重 二見中 19:35
99 7183 宇田　翔夢(2) ｳﾀﾞ ｼｮｳﾑ 三重 南勢中 19:39
100 7041 伊藤　雅人(2) ｲﾄｳ ﾏｻﾄ 三重 大木中 19:42
101 7029 佐野　誓耶(2) ｻﾉ ｾｲﾔ 三重 白鳥中 19:43
102 7031 市川　駿希(1) ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝｷ 三重 白鳥中 19:43
103 7177 柳瀬　楓也(3) ﾔﾅｾ ﾌｳﾔ 三重 玉城中 19:46
104 7065 的羽　泰世(3) ﾏﾄﾊﾞ ﾀｲｾｲ 三重 白子中 19:47
105 7164 坂本　和磨(2) ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 三重 二見中 19:49
106 7162 池之山政大(3) ｲｹﾉﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 三重 城田中 19:52
107 7157 西口　樹良(1) ﾆｼｸﾞﾁ ｼﾞｭﾗ 三重 城田中 19:55
108 7101 脇上　聖都(1) ﾜｷｶﾞﾐ ｱｷﾄ 三重 南が丘中 19:55
109 7134 片山　範和(2) ｶﾀﾔﾏ ﾉﾘｶｽﾞ 三重 伊勢宮川中 19:56
110 7106 田村　瞭太(2) ﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 三重 美杉中 19:58
111 7073 鈴木　啓太(1) ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 三重 白子中 19:59
112 7055 椋本　琢海(2) ﾑｸﾓﾄ ﾀｸﾐ 三重 千代崎中 19:59
113 7113 竹上　靖馬(1) ﾀｹｶﾞﾐ ﾔｽﾏ 三重 多気中 19:59
114 7082 西川　万葉(2) ﾆｼｶﾜ ｶｽﾞﾊ 三重 亀山中部中 20:00
115 7150 松本　拓巳(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾐ 三重 城田中 20:07
116 7137 桑原　伊純(1) ｸﾜﾊﾗ ｲｽﾞﾐ 三重 伊勢宮川中 20:08
117 7117 髙尾　雄汰(1) ﾀｶｵ ﾕｳﾀ 三重 倉田山中 20:11
118 7115 羽根　昌輝(1) ﾊﾈ ﾏｻｷ 三重 多気中 20:14
119 7094 谷口翔太郎(1) ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 三重 西郊中 20:15
120 7080 松林　真央(1) ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾏｵ 三重 鼓ヶ浦中 20:17
121 7026 北村　有都(2) ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾄ 三重 白鳥中 20:19
122 7048 牧田　航佑(1) ﾏｷﾀ ｺｳｽｹ 三重 大木中 20:21
123 7188 大屋　瑠輝(3) ﾀﾞｲｵｸ ﾙｶ 三重 度会中 20:22
124 7104 鍬田　航希(2) ｸﾜﾀ ｺｳｷ 三重 嬉野中 20:22
125 7049 森　　悠太(1) ﾓﾘ ﾕｳﾀ 三重 大木中 20:25
126 7103 大崎　修汰(2) ｵｵｻｷ ｼｭｳﾀ 三重 嬉野中 20:26
127 7093 田中　麻詞(1) ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ 三重 西郊中 20:30
128 7018 大隅　翔大(1) ｵｵｽﾐ ｼｮｳﾀ 三重 菰野中 20:33
129 7161 片岡　雅野(3) ｶﾀｵｶ ﾏｻﾔ 三重 城田中 20:33
130 7123 箕成　　響(2) ﾐﾅﾘ ﾋﾋﾞｷ 三重 厚生中 20:34
131 7122 松井　栄志(2) ﾏﾂｲ ｴｲｼ 三重 厚生中 20:34
132 7154 加藤　貴史(1) ｶﾄｳ ﾀｶｼ 三重 城田中 20:35
133 7151 成川　竜馬(2) ﾅﾙｶﾜ ﾘｭｳﾏ 三重 城田中 20:38
134 7124 竹内　柊人(2) ﾀｹｳﾁ ｼｭｳﾄ 三重 厚生中 20:41
135 7176 林　　貴久(3) ﾊﾔｼ ﾀｶﾋｻ 三重 玉城中 20:46
136 7109 前川拳太郎(1) ﾏｴｶﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 三重 美杉中 20:46
137 7105 正井　　望(2) ｼｮｳｲ ﾉｿﾞﾐ 三重 美杉中 20:46
138 7086 後藤　優也(1) ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾔ 三重 亀山中部中 20:50
139 7146 玉木　諒秀(2) ﾀﾏｷ ﾏｻﾋﾃﾞ 三重 城田中 20:52
140 7114 茶屋垣外航貴(1) ﾁｬﾔｶﾞｲﾄ ｺｳｷ 三重 多気中 20:52
141 7141 徳津　　遼(1) ﾄｸﾂ ﾘｮｳ 三重 伊勢港中 20:55
142 7120 藤浪　永吉(2) ﾌｼﾞﾅﾐ ｴｲｷﾁ 三重 厚生中 20:57
143 7008 秋元悠太郎(2) ｱｷﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 三重 内部中 20:57
144 7071 梅田　淳暉(1) ｳﾒﾀﾞ ｼﾞｭﾝｷ 三重 白子中 20:58
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145 7021 安松　　亮(1) ﾔｽﾏﾂ ﾘｮｳ 三重 菰野中 21:01
146 7020 樋口　泰虎(1) ﾋｸﾞﾁ ﾀｲｺﾞ 三重 菰野中 21:01
147 7087 鬼頭　昇矢(1) ｷﾄｳ ｼｮｳﾔ 三重 亀山中部中 21:02
148 7089 橋本　琉冬(1) ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳﾄ 三重 亀山中部中 21:03
149 7152 青木　拓麻(1) ｱｵｷ ﾀｸﾏ 三重 城田中 21:09
150 7167 田中　　仁(2) ﾀﾅｶ ｼﾞﾝ 三重 小俣中 21:14
151 7044 長谷川雄大(2) ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 三重 大木中 21:14
152 7047 杉岡　祥伍(1) ｽｷﾞｵｶ ｼｮｳｺﾞ 三重 大木中 21:14
153 7102 塚田　一希(1) ﾂｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ 三重 南が丘中 21:24
154 7013 真弓　諒大(2) ﾏﾕﾐ ﾘｮｳﾀ 三重 内部中 21:29
155 7159 松山承太郎(1) ﾏﾂﾔﾏ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 三重 城田中 21:32
156 7180 向井　優貴(2) ﾑｶｲ ﾕｳｷ 三重 玉城中 21:34
157 7054 高取　宏河(2) ﾀｶﾄﾘ ｺｳｶﾞ 三重 千代崎中 21:34
158 7163 阿竹　　颯(2) ｱﾀｹ ｿｳ 三重 二見中 21:36
159 7061 山際　大雅(1) ﾔﾏｷﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 三重 千代崎中 21:46
160 7145 井坂　勇貴(2) ｲｻｶ ﾕｳｷ 三重 城田中 21:56
161 7060 山北　智也(1) ﾔﾏｷﾀ ﾄﾓﾔ 三重 千代崎中 21:59
162 7169 野口　就平(2) ﾉｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ 三重 小俣中 21:59
163 7092 山中　瑞規(1) ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ 三重 西郊中 22:04
164 7058 平良　祐喜(1) ﾀｲﾗ ﾕｳｷ 三重 千代崎中 22:04
165 7076 伊藤　　佑(1) ｲﾄｳ ﾕｳ 三重 鼓ヶ浦中 22:06
166 7187 稲垣　孝優(3) ｲﾅｶﾞｷ ｺｳﾕｳ 三重 度会中 22:18
167 7156 中西　海斗(1) ﾅｶﾆｼ ｶｲﾄ 三重 城田中 22:24
168 7155 北村　暢章(1) ｷﾀﾑﾗ ﾉﾌﾞｱｷ 三重 城田中 22:25
169 7032 前川　孝則(1) ﾏｴｶﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 三重 白鳥中 22:32
170 7074 水野　啓汰(1) ﾐｽﾞﾉ ｹｲﾀ 三重 白子中 22:34
171 7191 山川　大輝(2) ﾔﾏｶﾜ ﾋﾛｷ 三重 度会中 22:35
172 7147 中森　将太(2) ﾅｶﾓﾘ ｼｮｳﾀ 三重 城田中 22:44
173 7030 藤井　一成(2) ﾌｼﾞｲ ｲｯｾｲ 三重 白鳥中 22:51
174 7148 西口真太郎(2) ﾆｼｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 三重 城田中 22:51
175 7077 角畑　一真(1) ｶﾄﾞﾊﾀ ｶｽﾞﾏ 三重 鼓ヶ浦中 22:57
176 7079 更屋　　魁(1) ｻﾗﾔ ｶｲ 三重 鼓ヶ浦中 23:14
177 7028 佐野　重之(2) ｻﾉ ｼｹﾞﾕｷ 三重 白鳥中 23:44
178 7088 上村　一斗(1) ｳｴﾑﾗ ｶｽﾞﾄ 三重 亀山中部中 24:28
179 7160 丸井　梓真(1) ﾏﾙｲ ｱｽﾞﾏ 三重 城田中 30:55
180 7158 前田　拳吾(1) ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 三重 城田中 31:55
181 7153 岩本　佳樹(1) ｲﾜﾓﾄ ｹｲｼﾞｭ 三重 城田中 33:51

7003 今岡　佑斗(1) ｲﾏｵｶ ﾕｳﾄ 三重 名張ｸﾗﾌﾞ DNS
7007 和氣　幸城(2) ﾜｹ ｺｳｾｲ 三重 朝明中 DNS
7015 安達　憲伸(2) ｱﾀﾞﾁ ｹﾝｼﾝ 三重 菰野中 DNS
7057 坂田　　隼(1) ｻｶﾀ ｼﾞｭﾝ 三重 千代崎中 DNS
7059 森田　賢司(1) ﾓﾘﾀ ｹﾝｼﾞ 三重 千代崎中 DNS
7078 鯖戸　康太(1) ｻﾊﾞﾄ ｺｳﾀ 三重 鼓ヶ浦中 DNS
7085 鈴木　智哉(1) ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 三重 亀山中部中 DNS
7095 森川　雄太(3) ﾓﾘｶﾜ ﾕｳﾀ 三重 南が丘中 DNS
7100 國澤　　楽(2) ｸﾆｻﾜ ﾗｸ 三重 南が丘中 DNS
7175 新谷　昂大(3) ｼﾝﾀﾆ ｺｳﾀﾞｲ 三重 玉城中 DNS

凡例  DNS:欠場


